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今月のトピックス

民間委託を止める運動に新たな動き
住民監査請求

学校給食調理の民間委託については、引き続き全国各地で導入する動きが続いています。民間委託については

事前に情報が少なく、委託導入対象校などでも保護者が情報をほとんど入らなかったという事例もあります。民

間委託についてはできるだけ市民に知らせず、騒がれないうちに導入したいという行政のありようは、民間委託

が決して子ども達のためにはならないということを暗に示しているようなものです。

この民間委託の導入や予算執行について、これまでになかった市民の動きが出てきました。千葉県市川市では

民間委託に対する公費支出について差し止めを求めた住民監査請求が出され、否決されたため、差し止め訴訟が

行われています。また、大阪府堺市でも民間委託の法的な根拠の面から差し止め、返還をもとめた住民監査請求

が出されました。

市川市と堺市の現在の取り組みについて特集します。

市川市学校給食の調理業務民間委託のこれまで

「市川市学校給食を考える市民連絡会」事務局 高橋敦子
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調理業務の民間委託は、1998年(平成10年)９月に始

めて校長会で説明資料が配布されましたが、市職組合

員の反対運動により、教育長は委託を見送る回答を市

職員組合へ出し説明資料は回収されました。

12月議会では、学校給食をめぐる環境が変化してい

る中で現行の質、量、サービスの維持を図り、今まで

以上の給食を提供する必要性が考えられる。一方で、

厳しい財政状況の中で学校給食にかけるコストについ

て、職員の新規採用が見込めないことで、職員に大き

な労働過重が想定されることから合理的な手段として

民間委託を進めていく時期にきている。職員組合と十

分に議論を積み重ねていきたい。また、市民の皆様に

は、広報誌、地元のテレビ、ラジオ通して市の考え方

を説明してきているところで、保護者の皆様には、ＰＴ

Ａの場などを借りて説明して理解を得ていきたいと、教

育部長は答えています。

1999年(平成11年)10月、給食事業の改善計画(案)の

中で次年度より６校の調理業務委託計画を突然提案し

ました。このことをより多くの市民に知らせること目的に、

市職員組合と市現業評議会主催で11月27日給食フェス

ティバルが開催され、「市川市におけるより良い学校給

食」がテーマのシンポジウムの中では、委託に対する

保護者の不安や、今後どうしていくべきなのか、など

の意見が活発に出されました。12月には、委託予定校

での説明会があるのでまず、そこへ参加して市の説明

を受けることとなりましたが、その説明は保護者の納得

が十分いくものでは有りませんでした。

市職員組合の呼びかけで給食フェスティバル参加の

保護者が集まり、民間委託を阻止しようということにな

り、「市川市学校給食の民間委託に反対する市民連絡
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会」を発足することになりました。

この連絡会には、委託予定校を含む８つ小学校の父

母の会と２つの給食関係の市民団体・市職員組合・市

現業評議会・市教職員組合・市教職員労働組合（全

教）・市学童保育連絡協議会・新日本婦人の会市川支

部・社会民主党市川支部協議会・日本共産党市川市

議団と３名の市議会議員と１名の県会議員がメンバーと

なりました。代表は保護者の中から選出され、事務局

は、市職員組合が担当する事となりました。

2000年(平成12年)１月20日に学校給食の委託反対市

民集会を開催しました。集会への参加呼びかけチラシ

は、委託予定校周辺を中心に新聞折り込みをしました。

このチラシに対して、市側は、全校の保護者に向け、

一部の団体から保護者に向けチラシが配布されている

とし、リーフレットを配布し保護者の不安解消を図りま

した。このことは連絡会にとっては、新に保護者へ理解

を求めていくための弊害となりました。

連絡会では、市長との交渉１回、教育長との交渉を２

回行ないました。また、陳情署名を集めることを中心に

活動を続けました。結果署名数は、33,311筆と過去10

年間にない署名数となりました。しかし、２月議会の委

員会で不採決となり、委託費用を含む予算も議会で可

決されました。

市職員組合と市の交渉は、委託と直営の人件費の

試算について決裂となっていました。市職員組合が作

成した、今後５年間のシミュレーションでは、財政削減

のために民間委託を導入するという、市側の主張を覆

す結果となっているため、これをもとに住民監査請求を

連絡会で提出するこことなりました。監査請求を出す場

合、連絡会という連盟で提出すると、その後不偏が生

じても訴訟は起こせないこと、訴訟を起こす場合は、

監査請求が違法性をついたものであることから、学校

給食法と、職業安定法と、会計法の違法行為としてい

ます。また、請求人については、連絡会のメンバーに

呼びかけましたが、市職員組合は内部告発になるので

無理とのこと、また、市民の中から手を上げる方は少

なく結果３名で監査請求を提出しました。その後、訴訟

を起こしています。

市川市学校給食の民間委託に反対する市民連絡会

は、すでに４月から委託が施行され、メンバーの保護

者の多くは、委託校であることから、反対というだけで

は、解決できない問題であることを認識するとともに、

今後委校の検証も必要と考え、新たに「市川市学校給

食を考える市民連絡会」を発足させました。今回の委

託問題で、これまで関心がなかった給食に保護者の目

を向けることが多少できたことをスタートに、これから

の給食について、考え、時に行動していく会です。

代表はおかず、事務局は、それぞれの団体より１名

弱選出しています。決定はすべて月１回の定例会で決

め、会員の情報交換の場としています。保護者へは、

各学校にある学校給食運営協議会への参加を呼びか

け、また、ニュースを発行して広く給食に関する情報を

提供しています。

（なお、学校給食ニュースでは、市川の取り組みにつ

いて、市民連絡会のニュースをはじめ随時ホームペー

ジに情報を公開します）

堺市の民間委託で監査請求

大阪府堺市では、1999年より学校給食調理の民間委

託を導入しました。

未実施の小学校ＰＴＡで民間委託の賛否を問う保護者

投票を行ったり、ＰＴＡが市教委に慎重な対応を求める

などの動きがありました。しかし、民間委託は進んで

います。

堺市の子育て切り捨てに反対する住民ネットワークの

有志は、2001年１月24日、堺市監査委員に民間委託に

ともなう損害賠償請求、委託契約の中止、現行契約の

破棄を求めた住民監査請求を行いました。

監査請求では、派遣法の中で、事業遂行の独立性

について焦点をあてています。学校給食調理の民間委

託は人材派遣でなく、請負契約であるとされています。

その請負には、事業遂行の独立性が求められています。

しかし、たとえば堺市の場合、調理場の無償使用、

光熱水道費が無償、調理器具の使用も修理も無償、

設備の新規購入も無償、害虫駆除なども無償となって

います。もちろん食材は市の購入です。ラップ等消耗

品以外はすべて市から提供されていることになります

が、これでは事業の遂行の独立にはなりません。実態

として人材派遣であると考えられると指摘しています。

そして、そこから、違法な契約であることを指摘、業者

が負担すべき使用料などについての損害額を市長が市

に対して返還するよう求めています。
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最近のできごと

2000年12月、2001年１月の新聞などから

【地場型給食】

●新潟県中魚津南町で大豆パン導入へ

新潟日報01年１月26日付によると、新潟県中魚津南町

では、同町産の大豆を利用し、学校給食への大豆入り

パンの導入を検討している。大豆パンは大豆を加熱処

理し、小麦粉の10％を大豆で代用する。大豆の青臭さ

が感じられず、しっとりした食感になるとしている。

●茨城県で学校給食用県産品を開発

日本農業新聞01年１月18日付によると、ＪＡ茨城県経済

連、茨城くみあい畜産は、茨城県学校給食会と連携し、

茨城県産学校給食用加工品を約10品開発した。ウイン

ナー、ハム、トンカツ、豚精肉、シューマイ、冷凍ほ

うれん草など。取り扱いは学校等の判断による。既存

品は輸入食肉使用加工品や輸入野菜が多い。

●茨城県で県産農産物使用を本格化

日本農業新聞01年１月７日付によると、茨城県は県産農

産物の学校給食への供給を４月から積極的に拡大する。

県学校給食会が県の委託事業として行う。具体的には

ソフト麺の輸入小麦粉を国産品に切りかえる。また、豆

腐、納豆も県産品に切りかえていく。

●秋田県で県産ヨーグルト

秋田魁新報00年12月31日付によると、秋田県学校給食

会は、秋田協同乳業と協同で県産生乳使用の学校給

食用ヨーグルトを開発した。県産品拡大の一環。栄養

士の意見などを取り入れ、従来品より少な目の70ｇ入り

にした。

【給食運営】

●香川県観音寺市で給食センター完成
四国新聞01年１月５日付によると、老朽により新築した

学校給食センターが完成し、３学期より稼働する。同セ

ンターは、８小学校、２中学校分を調理。最大約4500

食に対応。フルドライシステムで、洗浄は強アルカリイ

オン水を使用するため合成洗剤を使わない。また、食

器は従来のポリプロピレン製から強化磁器に切りかえら

れた。

●岡山市で冬休みの学童保育に給食

山陽新聞00年12月26日付によると、岡山市の４小学校

で冬休みの学童保育中に学校給食調理員が昼食を子

どもに提供する給食サービスの施行がはじまった。児

童は食材費のみを負担。

●京都市の業者給食の事前試食

京都新聞00年12月５日付によると、京都市教育委員会

は01年１月から６中学校で行う給食の試食会を保護者ら

を招いて行った。野菜が多いこと、ご飯が温かいこと

への評価の一方、男子には量が少ないのでは、おか

ずが寂しいなどの声もあったという。京都市では中学

校給食が実施されておらず、01年１月より６校で、委託

業者が調理、学校への運搬を行う方式の給食を実施す

る生徒は弁当持参か給食の選択が可能。

●岡山県倉敷市、米飯給食を拡大
山陽新聞00年12月７日付によると、倉敷市の教育長は、

アレルギーを持つ児童生徒に対応しやすい米飯給食を

平均週2.5回から週３回に拡大するとの方針を示した。

【衛生管理】

●Ｏ１５７陽性反応で給食廃棄

神奈川新聞01年１月10日付によると、神奈川県津久井

町の学校給食センターでセンター職員に毎月２回行っ

ている検便のうち12月15日に行った検査で、直接調理

に携わらない職員の一人から病原性大腸菌Ｏ１５７の陽

性反応があり、21日に陽性が確定した。そのため、21

日の給食５校分を廃棄、児童を帰宅させた。なお、同

センターでは12校分を作っているが７校は冬休み前で



4 学校給食ニュース 29号 2001/2/20

午前授業のため給食はなかった。21日に町教育委員会

が全保護者に通知を出し、センターの検査を行った。

菌の検査、保健所の調査などでも、感染による中毒症

状は報告されていない。また、保菌者も健康保菌者で

あり、感染の恐れは極めて低いとされている。

●北海道鹿部町で食パンに針

時事通信00年12月11日付によると、北海道鹿部町の鹿

部小学校で12月５日、給食用食パン１個に縫い針が混

入していた。気づいた児童に怪我はなかった。

【その他、環境など】

●学校給食の食糧自給率は、米飯に依存
日本農業新聞01年１月７日付によると、農水省調査で学

校給食の自給率は米飯給食増加により向上することが

明らかになった。毎日米飯給食の場合、ほぼ60％以上

になり、週１回の場合は40％未満となる。国産米の影響

だけでなく、他の食材にも影響を及ぼしている。なお、

全国的に都市部では米飯給食回数が少なく、米産地

ほど高い傾向にある。

●秋田県で栄養士が農業の体験学習

秋田魁新報00年12月１日付によると、秋田県学校給食

会が主催し、県内の学校栄養士14人が県の農家民宿

で農業現場を知るための体験を行った。

●山形県村山市で給食意識調査
山形新聞00年12月17日付によると、山形県村山市教育

委員会は、同市内小学生・保護者に対し、1983年に続

き２回めの給食意識調査を行った。それによると、児童、

保護者とも米飯給食への支持が高かった。なお、児童

の人気が高いメニューは、カレー、ハンバーグ、混ぜ

ご飯、デザート、麺料理。１日の食事では夕食をもっと

も好み、次に給食、朝食の順であった。なお、朝食を

毎日食べる児童は79％となり、前回調査よりも６％減少

した。

●給食残さリサイクルと循環
上毛新聞01年１月12日付では、「ごみ共生への一歩10」

の特集記事の中で、東京都北区の学校給食残さを各

学校の生ごみ処理機で処理し、その後、群馬県甘楽

町の同町有機農業研究会に送られてからたい肥として

完熟させ、有機野菜を生産しているしくみを紹介した。

月２トンのコンポストを無償で受け入れ、同会のメンバ

ーで活用している。北区での月１回、３カ所のフリーマ

ーケットでの販売と北区の学校給食使用分を合わせる

と年間400万円ほどの売り上げにもつながっている。

●塩尻市で学校独自のレシピ集

塩尻市学校給食運営委員会は、2000年11月、『塩尻

市の学校給食』というカラーパンフレットを発行した。

塩尻市は小学校８校、中学校５校のすべてで自校方式

の給食が行われ、各学校に栄養士が配属されていま

す。これまでの地域独特の給食を背景に、1999年の取

り組みとして、学校と周辺地域の特徴を生かした献立

づくりが行われ、まとめられました。同じ市でも、地域

により農業生産物が違ったり、歴史や言い伝えが違い

ます。

学校の裏の山で採取されたマツタケを使用した「霧

訪山の香り蒸し」（両小野中学校）、ブドウやリンゴ園

の多い地域ならではのワインやリンゴ、レーズンを使っ

た「陵風シチュー」（広陵中学校）、レタス産地の特徴

を生かして、小学校全児童がレタス栽培に携わり、子

ども達が収穫したレタスを取り入れた「レタス入りちら

し寿司」「レタスのスープ」「レタス春巻き」（洗馬小学

校）、短歌が盛んな土地で、歌人でありかつての校長

であった島木赤彦先生がカボチャやジャガイモの入っ

たすいとんを好んでいたことから10年以上前に献立とな

ったすいとん汁「赤彦汁」（広丘小学校）など地域の

歴史や産業と結びついた献立が紹介されています。
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インターネット版から

冊子の紹介と遺伝子組み換え関係情報

冊子「入門講座 よくわかる学校給食」

学校給食情報ネットワークから

この冊子は、2000年10月

11日、神戸・六甲道勤

労市民センターで開催さ

れた、生協準備会・兵

庫自然派クラブ主催の学

校給食講演会の内容を

記録したものです。

生活ネットあわじ代表、

学校給食情報ネットワー

ク代表 小松茂さんの講

演です。

内容…学校給食は教育活動である／食生活を変えた学

校給食／お箸と食器／民間委託は何が問題か／明日

の学校給食に向けて

Ｂ６版 本文12ページ 郵送料とも１冊180円

申し込みは

〒656-0016 兵庫県洲本市下内膳509

生協準備会・生活ネットあわじ

電話 0799-25-3111 ＦＡＸ 0799-25-3112

へ、代金を添えて（切手可）お申し込みください。

複数部数ご入用の場合、事前に電話かＥ-ＭＡＩＬでお問

い合わせください。netawaji@apricot.ocn.ne.jp

2001年1月7日

遺伝子組み換え排除の請願採択
埼玉県川口市生活クラブ川口支部より

以前学校給食ニュースの記事の引用許可のお願い

でメールを差し上げました、生活クラブ川口支部の支

部委員長、山野井美代と申します。その節は、たいへ

んありがとうございました。

おかげさまで12月の川口市議会本会議において、私

たちの提出した、

「公共の教育・福祉施設の給食に遺伝子組み換え食

品を使用しないことを求める」請願が、支持者多数に

つき採択されましたので、ご報告いたします。

現在の川口市の給食は、生食に関してはＮＯＮ－Ｇ

ＭＯですが、加工品、調味料に関しては分別できてい

ない状態です。

今後どのように市として対策が進められるのか注目し

ていきたいと思っています。今回の請願を通して、学

校給食は遺伝子組み換え問題にとどまらず、センター

と自校による格差や食器の問題、食事時間の余裕のな

さなどいろんな問題のあることがわかりました。

母親として、絶えず行政に対して働きかけていくために

も、もっともっと私たちの勉強の必要性も感じています。

生活クラブ川口支部 山野井美代
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学校給食を自慢しよう プロジェクト

学校給食ニュースには、全国から多くの事例が集められています。

近年、地域の農産物や特産物を学校給食に取り入れる地場型学校給食や学校給食を総合学習として取り入れる事例

が増えています。一方で、全国的に民間委託が増えつつあり、教育としての給食の危機が続いています。

献立を紹介してください。
そこで、皆さんの地域で取り組まれている事例を実際の給食の献立として紹介していただき、地場型給食や教育とし

ての給食の広がりをさらに深めたいと考え、「学校給食を自慢しようプロジェクト」を発足しました。
ぜひ、ご参加ください。

参加方法は簡単です。
・自慢しようシートに、ある日の給食の写真を貼ります。（デジカメのデータ可）
・シートに、献立、食材、作り方を書き入れます。

・ここぞという自慢を記入します。

●自慢することの例

などなど。ここには思いつかない「これはいい、やってみたい」という例がきっとあるはずです。

ぜひ、みんなで「自慢」しあいましょう。

掲載は、学校給食ニュースホームページです。
たくさん集まったら、小冊子にすることも検討しています。

送り先
郵便か電子メールでお願いします。写真がない場合、ＦＡＸでもかまいません。

郵便：〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階
全国学校給食を考える会（担当：大山）

ＦＡＸ：全国学校給食を考える会 （担当：大山） 03-3402-5590

e-mail：maki@jca.apc.org（学校給食ニュース 牧下）

このお米は、地元の米です。

子ども達には大好評。社会

科で４年生が田んぼの見学

に行きました。

味噌汁の味噌は、調理員が

仕込みました。保護者に年

に１度味噌の仕込み教室を

しています。

調理員総出で、よもぎを摘んで

つくったよもぎ餅です。

姉妹都市を結んだ岩手のリンゴ

です。５年生は毎年夏休みに交

換体験学習をします。

月に１度の郷土食の日。

●年生の国語や●年生の社会の授

業とも連携しています。
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